
永年表彰は、シルバーマーク創設から20周年を迎えた平成20年にスタート

し、毎年実施してきております。9回目となる今回は、4サービス7事業者（9事

業所）が優良事業者として表彰されました。

水田　雄理事長の挨拶の後授賞式では優良事業者としての表彰を行うとと
もに記念の盾が手渡されました。
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（年3回発行）

シルバーマーク20年永年表彰式典を開催
平成28年11月24日に「シルバーマーク取得事業者 永年表彰式」を開催
し、シルバーマーク認定を20年間継続して受けている優良事業者6事業
者（9事業所）が表彰されました。

●一般社団法人シルバーサービス振興会とは●
シルバーサービスの質の向上と、その健全な発展を民間の立場で支えるために活動している法人です。

〒105-0003　東京都港区西新橋3丁目25番33号　NP御成門ビル6階
TEL：03-5402-4881　FAX：03-5402-4884　http://www.espa.or.jp/
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訪問介護サービス

アースサポート株式会社（東京都）※

株式会社日本介護センター（東京都）

株式会社山本サービス（東京都）

訪問入浴介護サービス

アースサポート株式会社（東京都）※

パナソニックエイジフリー株式会社（東京都）

福祉用具貸与サービス

株式会社ウィズ（大阪府）

株式会社ゴトウ・アズ・プランニング（兵庫県）※

福祉用具販売サービス

長野リネンサプライ株式会社（長野県）

株式会社ゴトウ・アズ・プランニング（兵庫県）※

合計　７事業者（※1事業者2サービス取得）
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シルバーマーク20年間継続認定の優良事業者のご紹介
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介護キャリア段位制度事務局報告

平成28年度レベル認定委員会（小山秀夫委員長　兵庫県立大学大学院教授）としまして、4月から11月まで

に8回開催し、11月のレベル認定委員会では新たに107名のレベル認定者が誕生しました。平成28年度におけ

るレベル認定者は680名を超え、平成25年11月のレベル認定委員会において初のレベル認定者が誕生して以

来、3年でレベル認定者の総数は2,000 名を超え、2,048 名となりました。レベル認定者は全国において着実

に増加しています。

平成28年11月　レベル認定者の総数が2,000名を超え、2,048名に

平成28年度　評価者（アセッサー）講習につきまして、今年度は受講の機会を増やすこととして二期開催し、

5月31日より講習受講の申込受付を開始しました。全国より多数のお申し込みをいただき、約5,000名の方に受

講頂きました。

受講者には評価者（アセッサー）講習テキストを送付して学習いただき、約5週間に渡るeラーニングの受講、

内部評価の模擬体験であるトライアル評価を課題として実施していただいた後、一日かけて実施される集合講

習に受講いただきました。

集合講習は第一期では9月13日に、全国16都道府県（北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、

愛知、大阪、兵庫、岡山、広島、愛媛、福岡、鹿児島）16会場にて、第二期では11月8日に、全国18都道府県（青

森、福島、栃木、群馬、東京、神奈川、富山、長野、静岡、愛知、大阪、奈良、鳥取、広島、山口、福岡、熊本、沖

縄）22会場にて、二期ともに東京を発信会場として各会場にインターネットライブ配信にて実施しました。

午前中には、介護キャリア段位制度の意義、アセッサーの役割に関する講義、トライアル評価票を用いた相

互交換による演習などを行いました。午後には「認知症ケア」「地域包括ケアシステム」の評価項目についての

講義、介護キャリア段位制度を活用したOJT取り組み事例をご紹介し、講義と演習をおりまぜた、介護事業所

内における介護技術評価と人材育成に関する講習として非常に有意義な講習を実施しました。

新たに4,691名のアセッサーが誕生し、
平成24年度からの累計で約16,500名のアセッサーを養成

－ 2 －

【新規認定者数の推移】 

東京会場（中継配信会場）の様子 愛知会場（中継受信会場）の様子
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シルバーマーク認定事業所（平成28年10月1日現在）

■更新
訪問介護
●（株）福祉の街
ふくしのまち越谷 ･････････････････････（埼玉県）

福祉用具貸与
●トヨタカローラ青森（株）
トヨタカローラ青森（株）介護福祉用具相談室
･････････････････････････････････････（青森県）
トヨタカローラ青森（株）介護福祉用具相談室柏店
･････････････････････････････････････（青森県）
トヨタカローラ青森（株）介護福祉用具相談室
ベイコート店 ･････････････････････････（青森県）
●フランスベッド（株）
メディカル札幌営業所 ･････････････････（北海道）
メディカル東北営業所 ･････････････････（宮城県）
メディカル山形営業所 ･････････････････（山形県）
メディカル東関東営業所 ･･･････････････（埼玉県）
メディカル千葉営業所 ･････････････････（千葉県）
メディカルショップ新宿店 ･････････････（東京都）
メディカル杉並営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル江戸川営業所 ･･･････････････（東京都）
メディカル西東京営業所 ･･･････････････（東京都）
メディカル甲府営業所 ･････････････････（山梨県）
メディカル長野営業所 ･････････････････（長野県）
メディカル新潟営業所 ･････････････････（新潟県）
メディカル大和営業所 ･･･････････････（神奈川県）
メディカル横浜営業所 ･･･････････････（神奈川県）
メディカル川崎営業所 ･･･････････････（神奈川県）
メディカル静岡営業所 ･････････････････（静岡県）
メディカル稲沢営業所 ･････････････････（愛知県）
メディカル岡崎営業所 ･････････････････（愛知県）
メディカル北陸営業所 ･････････････････（石川県）
メディカル大阪営業所 ･････････････････（大阪府）
メディカル神戸営業所 ･････････････････（兵庫県）
メディカル京都営業所 ･････････････････（京都府）
メディカル大阪南営業所 ･･･････････････（大阪府）
メディカル高松営業所 ･････････････････（香川県）
メディカル広島営業所 ･････････････････（広島県）
メディカル岡山営業所 ･････････････････（岡山県）
メディカル福岡営業所 ･････････････････（福岡県）
メディカル北九州営業所 ･･･････････････（福岡県）
健康福祉プラザ助さんたくさん ･････････（大阪府）
メディカル滋賀営業所 ･････････････････（滋賀県）

メディカル奈良営業所 ･････････････････（奈良県）
メディカル盛岡営業所 ･････････････････（岩手県）
メディカル群馬営業所 ･････････････････（群馬県）
メディカル豊橋営業所 ･････････････････（愛知県）
メディカル三重営業所 ･････････････････（三重県）
メディカル熊本営業所 ･････････････････（熊本県）
メディカル松戸営業所 ･････････････････（千葉県）
メディカル船橋営業所 ･････････････････（千葉県）
メディカル茨城営業所 ･････････････････（茨城県）
メディカル北多摩営業所 ･･･････････････（東京都）
メディカル南多摩営業所 ･･･････････････（東京都）
メディカル品川営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル青葉営業所 ･･･････････････（神奈川県）
メディカル浜松営業所 ･････････････････（静岡県）
メディカル沼津営業所 ･････････････････（静岡県）
メディカル松山営業所 ･････････････････（愛媛県）
メディカル大分営業所 ･････････････････（大分県）
メディカル埼玉東営業所 ･･･････････････（埼玉県）
メディカル北千葉営業所 ･･･････････････（千葉県）
メディカル豊田営業所 ･････････････････（愛知県）
メディカル大阪中央営業所 ･････････････（大阪府）
メディカル大阪池田営業所 ･････････････（大阪府）
メディカル世田谷営業所 ･･･････････････（東京都）
メディカル練馬営業所 ･････････････････（東京都）
メディカルショップ六本木店 ･･･････････（東京都）
メディカル西宮営業所 ･････････････････（兵庫県）
メディカル名古屋営業所 ･･･････････････（愛知県）
メディカル足立営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル田無営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル名古屋南営業所 ･････････････（愛知県）
メディカル大阪西営業所 ･･･････････････（大阪府）
メディカル埼玉西営業所 ･･･････････････（埼玉県）
メディカル松本営業所 ･････････････････（長野県）
メディカル横浜港北営業所 ･･･････････（神奈川県）
メディカル町田営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル横浜旭営業所 ･････････････（神奈川県）
メディカル名古屋北営業所 ･････････････（愛知県）
メディカル大阪北営業所 ･･･････････････（大阪府）
メディカル兵庫営業所 ･････････････････（兵庫県）
メディカル倉敷営業所 ･････････････････（岡山県）
メディカル鳥栖営業所 ･････････････････（佐賀県）
メディカル板橋営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル大田営業所 ･････････････････（東京都）
メディカル京都西営業所 ･･･････････････（京都府）

メディカル広島南営業所 ･･･････････････（広島県）
メディカル泉南営業所 ･････････････････（大阪府）
メディカル千葉中央営業所 ･････････････（千葉県）
メディカル横浜中央営業所 ･･･････････（神奈川県）
メディカル福岡西営業所 ･･･････････････（福岡県）
●（株）新潟県厚生事業協同公社
おもいやりの泉　長岡店 ･･･････････････（新潟県）
おもいやりの泉　上越店 ･･･････････････（新潟県）
おもいやりの泉　魚沼店 ･･･････････････（新潟県）
おもいやりの泉　県央店 ･･･････････････（新潟県）
●（株）トミキライフケア
トミキライフケア　福祉用具事業所 ･････（石川県）
（株）トミキライフケア　高岡支店 ･･･････（富山県）
●（株）トーカイ
岐阜営業課 ･･･････････････････････････（岐阜県）
横浜支店 ･･･････････････････････････（神奈川県）
名古屋支店 ･･･････････････････････････（愛知県）
大阪北支店 ･･･････････････････････････（大阪府）
●（株）シーダー
（株）シーダー ･････････････････････････（愛知県）
●阪南倉庫（株）
ゼロワンネーブルハウス ･･･････････････（大阪府）
●（株）ぼっちゃん堂
（株）ぼっちゃん堂 ･････････････････････（兵庫県）
●幸福商事（株）
奈良ハピネス ･････････････････････････（奈良県）

福祉用具販売
●（株）福祉の里
（株）福祉の里　名古屋鳴海営業所 ･･･････（愛知県）
●（株）八神製作所
ヤガミホームヘルスセンター　名古屋 ･･･（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター　岐阜 ･････（岐阜県）
ヤガミホームヘルスセンター　浜松 ･････（静岡県）
ヤガミホームヘルスセンター　津 ･･･････（三重県）
ヤガミホームヘルスセンター　横浜 ･･･（神奈川県）
ヤガミホームヘルスセンター　豊橋 ･････（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター　静岡 ･････（静岡県）
ヤガミホームヘルスセンター
岐阜大学病院前 ･･･････････････････････（岐阜県）
ヤガミホームヘルスセンター　大府 ･････（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター　岡崎 ･････（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター　鳴海 ･････（愛知県）

■新規
●エヌ・エス（株）
第三工場･･････････････････････････････（愛知県）
●日建リース工業（株）
広島中央流通センター ･････････････････（広島県）

■更新
●（株）あっぷる
あっぷる　消毒管理事業所 ･････････････（兵庫県）
●（株）Ｎ2コーポレーション
株式会社Ｎ2コーポレーション･･････････（三重県）
●（株）カクイックスウィング
宮崎営業所 ･･･････････････････････････（宮崎県）
鹿児島営業所 ･･･････････････････････（鹿児島県）
●近鉄スマイルサプライ（株）
近鉄スマイルサプライ（株）東海営業部 ･･･（三重県）
●小山（株）
関東事業所 ･･･････････････････････････（埼玉県）
南関東事業所 ･･･････････････････････（神奈川県）
●（株）サカイ・ヘルスケアー
サカイ・ヘルスケアー三鷹店 ･･･････････（東京都）
●（有）サン・リフレッシュサービス
（有）サン・リフレッシュサービス ･･･････（三重県）
●新光産業（株）

新光産業（株）和泉事業所 ･･･････････････（大阪府）
●（株）タマツ
（株）タマツ ･･･････････････････････････（山形県）
●（株）トーカイ
シルバー事業本部生産管理部
四国MC課四国メンテナンスセンター ･･･（香川県）
●トヨタカローラ青森（株）
トヨタカローラ青森（株）介護福祉用具相談室
･････････････････････････････････････（青森県）
●（株）ニチイケアネット
ニチイケアネット東北物流センター ･････（宮城県）
ニチイケアネット中部物流センター ･････（愛知県）
●日建片桐リース（株）
札幌介護用品管理センター ･････････････（北海道）
●日建リース工業（株）
青森流通センター ･････････････････････（青森県）
埼玉介護センター ･････････････････････（埼玉県）
新横浜介護センター ･････････････････（神奈川県）
神戸介護センター ･････････････････････（兵庫県）
広島流通センター　 ･･･････････････････（広島県）
松山工場 ･････････････････････････････（愛媛県）
福岡介護センター ･････････････････････（福岡県）
●（株）日本ケアサプライ
旭川営業所 ･･･････････････････････････（北海道）

札幌営業所 ･･･････････････････････････（北海道）
函館営業所 ･･･････････････････････････（北海道）
岩手南営業所 ･････････････････････････（岩手県）
姫路営業所 ･･･････････････････････････（兵庫県）
岡山営業所 ･･･････････････････････････（岡山県）
北九州営業所 ･････････････････････････（福岡県）
福岡営業所 ･･･････････････････････････（福岡県）
長崎営業所 ･･･････････････････････････（長崎県）
熊本営業所 ･･･････････････････････････（熊本県）
大分営業所 ･･･････････････････････････（大分県）
鹿児島営業所 ･･･････････････････････（鹿児島県）
東鹿児島営業所 ･････････････････････（鹿児島県）
沖縄営業所 ･･･････････････････････････（沖縄県）
●フランスベッド（株）
仙台サービスセンター ･････････････････（宮城県）
神奈川サービスセンター ･････････････（神奈川県）
●（株）ミキ
レンタル・メンテナンスセンター ･･･････（愛知県）
●（株）美濃庄
レンタルセンター中鶉 ･････････････････（岐阜県）
●（株）ヤマシタコーポレーション
マットレス工場 ･･･････････････････････（静岡県）

訪問介護／45事業所　　訪問入浴介護／24事業所　　福祉用具貸与／224事業所  　 福祉用具販売／45事業所

福祉用具の消毒工程管理認定事業所（平成28年10月1日現在）
213事業所

介護保険における住宅改修の工程管理認定事業所（平成28年4月1日現在）
114事業所

シルバーマーク新規・更新一覧（10月認定）

福祉用具消毒工程管理認定新規・更新一覧（10月認定）
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月例研究会の開催　
◆第278回　平成28年7月26日
『地域包括ケアシステムにおける地域医療と医療介護連携』
　　～超高齢社会における「病院から在宅医療」への挑戦～
講師： 天本　宏　氏（医療法人財団天翁会 相談役）

◆第279回　平成28年8月26日
「地域包括ケアと訪問看護ステーション」
　　～在宅で看取ること・緩和ケア～
講師： 平原　優美　氏
　　　（訪問看護財団立あすか山訪問看護ステーション 統括所長）

◆第280回　平成28年9月23日
『地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集』解説
　　～生活総合支援サービス（コンシェルジェサービス）について～
講師：齊木　大　氏（株式会社日本総合研究所 創発戦略センター シニアマネジャー）
　　　植田　貴世子　氏（株式会社クラッシー 代表取締役）

◆第281回　平成28年10月18日
「高齢者が要介護状態に陥る過程を正しく理解し、「老いの生き方」を考える」
　　～日本老年医学会が提唱する「フレイル」の概念と研究成果を理解する～
講師：鈴木　隆雄　氏（桜美林大学 老年学総合研究所 所長）

◆第282回　平成28年12月20日
「『介護人材に関する最新動向について』
　　～外国人技能実習制度への介護分野の追加等の動きを踏まえて～」
講師：榎本　芳人　氏
　　（厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 室長）
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シルバーサービスに関する研修事業

－ 5 －

健康長寿のまち推進センター（WACセンター）では、厚生労働省の推進する「健康長寿のまちづく
り」を実現するため、施設設備にかかわる設計・建築関係者や自治体担当者・設置者を対象とした「高
齢者施設の建設講座」の開催、まちづくりに関する業種を超えた意見交換会や研修会の開催、地域に密
着したサービスや介護予防の拠点、地域包括支援センターなどの整備と機能連携といった今後のまちづ
くり事業の推進に必要な調査研究を行っています。

今年５月に、厚生労働省と国土交通省がオブザーバー参加した「サ高住の整備等のあり方に関する検討会」が、今後
の在り方と施策の方向性の最終とりまとめを公表し、よりよい高齢者向け住宅の確保に取り組む方針を確認しました。
平成28年度第1回WACコミュニケを10月6日に開催し、厚生労働省老健局高齢者支援課課長補佐で、高齢者居住福祉

を担当されている橋口真依様に上記最終とりまとめ内容も踏まえ、昨今の高齢者のまちづくり・住まいに関する政策・
制度を中心に『高齢者向け住まいの現状と今後の展望』についてご講演いただきました。

第2回WACコミュニケとしまして11月29日に、高齢者向け住まい（サービス付き高齢者向け住宅）のサポートシステ
ム事例研究を活動テーマとして、

健康長寿のまち推進センター（WACセンター）活動報告

の3施設見学会を実施いたしました。

シルバーサービス振興会では、シルバーサービスに従事する方の資質の向上は極めて重要と考え、シルバー

サービス従事者向けの研修として、各種研修を実施しています。

また、パソコンとインターネットを使用したeラーニング研修も行っております。

平成28年度　研修

訪問入浴介護サービス従事者研修会
在宅配食サービス従事者研修会
福祉用具供給事業従事者現任研修会
ハートフル美容師養成研修
高齢者・障害者に対する接客サービス従事者研修
（ハートフルアドバイザー）
介護保険に係る住宅改修事業者研修会

平成28年度　eラーニング研修

 訪問介護サービス管理者基礎研修
『個人情報保護』実践eラーニング研修

※各研修のスケジュールについては振興会ホームページ「研修のご案内」の各ページをご確認ください。

◆テ ーマ：行政講演『高齢者向け住まいの現状と今後の展望』
　講　 師：厚生労働省老健局高齢者支援課課長補佐 　橋口 真依　氏　　　　　　

①「コーシャハイム向原」（運営主体：社会福祉法人こうほうえん）

第1回WACコミュニケ

第2回WACコミュニケ

地域との共生を目指す、地方社会福祉法人による地域包括ケアと
コンパクトなまちづくり【介護と保育の総合福祉施設】

②「ゆいま～る高島平」（運営主体：株式会社コミュニティネット）
団地再生とコミュニティづくり【団地分散型サ高住】

③「マストクレリアン神楽坂」（運営主体：積和グランドマスト株式会社）
都心での地域コミュニティづくり【子育て支援住宅併設型サ高住】
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シルバーサービスに関する情報提供・普及啓発事業
シルバーサービス振興会では、シルバーサービスに関する広報・普及活動の一環として、シニアの暮らしに

役立つ商品・サービス情報を提供する介護・福祉の総合サイト

「知るNAVI」http://www.sil-navi.com/
を運営しています。

このサイトでは介護・福祉に関する商品や

サービスの紹介をはじめとして、介護業界の最

新ニュース、介護に関するお役立ち情報といっ

た、シルバーサービスに関する情報を幅広く提

供しています。

当サイトにおいてはシルバーサービスを利用

する方だけでなく、そのご家族やケアマネ

ジャー等介護事業所従事者や行政関連窓口の

方などシルバーサービスに関わる方々に広くご

利用いただいております。

●「知るNAVI」出展に関するお問い合せ●
「知るNAVI」ホームページ http://www.sil-navi.com/ の「お問い合わせ」ページから

または一般社団法人 シルバーサービス振興会 広報研修部 まで

平成28年4月1日現在　　出展企業・団体　29社　　商品数　約280点
「知るNAVI」出展企業・団体　一覧

（※五十音順（法人名）で記載しております。平成28年4月1日現在）

NPO法人 医療ネットワーク支援センター
http://www.medical-bank.org/

株式会社　ウエルネスハウス
株式会社　エコロジーサイエンス 
http://www.terao-kochi.co.jp/

株式会社　環境新聞社
http://www.kankyo-news.co.jp/

厚有出版　株式会社
http://www.koyu-pub.co.jp/

有限会社　コムス
http://www.coms.cc/

JEIC 販売　株式会社
http://jeic-sa.jp/

シカゴ東京メディカル株式会社
http://www.ctgtokyo.co.jp

株式会社　社会保険研究所
http://www.shaho.co.jp/shaho/

株式会社　社会保険出版社
http://www.shaho-net.co.jp/

新光産業　株式会社
http://www.shinkosangyo.co.jp/

スパテクノ　株式会社
http://spatecno.com/

セントケア・ホールディング　株式会社 
http://www.saint-care.com/

株式会社　太平洋シルバーサービス
http://www.kaiteki.info/

中央法規出版　株式会社
http://www.chuohoki.co.jp/

株式会社　デベロ
http://www.develo-group.co.jp/

東海機器工業　株式会社
http://www.tokaisun.com/

株式会社　トーカイ
http://tokai-corp.com/

日本加除出版株式会社
http://www.kajo.co.jp

株式会社　日本ケアサプライ
http://www.caresupply.co.jp/

パラマウントベッド 株式会社
http://www.paramount.co.jp/

フランスベッド 株式会社
http://www.homecare.ne.jp/

有限会社 プログレ総合研究所
http://www.tojinkan.co.jp/

株式会社 フロンティア
http://www.heart-well.co.jp/

ホームネット株式会社
http://www.homenet-24.co.jp/

株式会社 モルテン
http://www.molten.co.jp/health/

株式会社 ヤサカ
http://www.daisuki-kaigo.com/

株式会社 ヤマシタコーポレーション
http://www.yco.co.jp/

横浜ゴムＭＢジャパン 株式会社
http://www.yrc.co.jp/mb/list/company/index.html
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行政NEWS

12月9日に開催された社会保障審議会介護保険部会では、次期介護保険制度改正に向けた意見書が

まとめられました。この意見書を受けて厚生労働省は、制度改正や平成29年度予算編成、今後の運営改

善に反映させることになります。

焦点となっていた「利用者負担割合」「高額介護サービス費」「総報酬割」は、両論が併記されていま

すが、改正案に含まれる見込みです。

賛同ないしは容認する意見が多数―利用者負担割合と高額介護サービス費の見直し
利用者負担のあり方としては「負担能力に応じた負担となるように見直しを行うという報告については、

おおむね意見の一致を見た」と記述。その上で、現役並み所得者の利用者負担割合を３割とすること、ま

た、高額介護サービス費の負担上限額を医療保険における高額療養費の一般区分の負担上限額並みに

引き上げることについて、それぞれ「賛同ないしは容認する意見が多く出された」と記述されています。

そのあとに、見直しに積極的・消極的な立場からの両論が併記されています。

強い反対意見が相当数あるも、多くの意見が賛同―総報酬割の導入
総報酬割（被用者保険の保険者が負担する介護納付金について各保険者の総報酬額に応じたものと

する）の導入については、反対意見、賛同意見のそれぞれが紹介されています。

さらに、「仮に導入するのであれば段階的な導入が必要との意見や、総報酬割の導入により捻出される

財源については、一部を負担増となる健康保険組合への支援や保険者による介護予防の取組の充実、

「介護離職ゼロ」の政府方針に基づく介護人材確保に向けたさらなる処遇改善や介護保険サービスの

確保・維持など、介護保険の分野で活用すべきとの意見があった。また、健保組合への支援は、後期高齢

者支援金のときと同等の負担軽減策など、負担増に対する相応の配慮が必要との意見があった」と記述

されています。

◆介護保険制度改正に向けた意見書をとりまとめる

●会員特典
（1）シルバーサービスに関する最新情報の提供、シルバーサービスに関する最新の調査研究報告書を無料でご提供

します。
（2）当会主催の研究会への参加 ・月例研究会、分科会への参加が可能です。
（3）当会が編集した書籍について会員割引がございます。

●　入会を希望される民間企業及び団体を随時受付中です。
詳しくはお電話または当会ホームページの「お問い合わせ」WEBフォームからお問い合わせください。

シルバーサービス振興会への入会案内等
超高齢社会に向けて、高齢者を意識したサービスや商品を提供する民間企業の健全な発展とシルバーサー

ビスの振興を図るという当会の目的に賛同する民間企業および団体の入会を随時お待ちしております。
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